
 BB--plus plus 紹介紹介
通信ソサイエティマガジン（愛称B-plus）は会員である研究者・技術者の
方々の研究・開発の発展・拡大に貢献すること さらに 異なる分野やテー方々の研究・開発の発展・拡大に貢献すること，さらに，異なる分野やテー
マ・トピックとの交流・連携による学際的活動への一助となること，などを
目的に，和文論文誌，英文論文誌に続く第3 の刊行物として年4 回発行され
るものです．B-plus の詳細については，下記ホームページを御覧下さい．
http://www.ieice.org/cs/jpn/pub/maazine/

 BB--plus plus の対象とする技術の対象とする技術分野分野pp 対象 す 技術対象 す 技術分野分野
情報通信，及び関連する技術分野に関するテーマを扱います．B-plus は異な
る分野との交流・連携を目的に含んでおり，幅広い技術分野を扱います． 1



 BB--plus plus の構成の構成
には大きく分け 種類 記事が掲載されます 各号 は小特集B-plus には大きく分けて4 種類の記事が掲載されます．各号では小特集，

特別企画が組まれることがあり，その際は下記内容が組み合わされて特集を構
成します．その他，個別テーマでの論評・論文が各号を通して掲載されます．

AA．．論評・サーベイ論文（論評・サーベイ論文（Reviews and SurveysReviews and Surveys））

ある程度の研究・開発が進んだテーマ・トピックスのレビューを行い，
ONE とTO DO を明示し 今後の研究 開発の方向を提案する論文ですONE とTO DO を明示し，今後の研究・開発の方向を提案する論文です．

論文誌に掲載されたサーベイ論文は当該研究分野の専門家を対象としてい
ますが，これをベースとし，記載の技術・知識レベルを下げて，あるいは対象
を広げて啓蒙とテーマ・トピックの拡大を行うことを目的とした論文も含みまを広げて啓蒙とテ マ トピックの拡大を行うことを目的とした論文も含みま
す．

BB 解説論文（解説論文（Topics of Emerging TechnologiesTopics of Emerging Technologies））BB．．解説論文（解説論文（Topics of Emerging TechnologiesTopics of Emerging Technologies））

新しい研究・開発分野やテーマ・トピックスを提案・紹介し，研究者・技術
者の発展・拡大を図る論文です．実用化・製品化されている最新技術について
の一段深い解説論文も歓迎します．技術の特徴としての製品・サービス紹介を
含むことも可能です．

ソサイエティ会員の分野とは異なる分野の新しい動きで会員に有効と思われ
るテーマ・トピックスの解説論文を歓迎します．特に，ソサイエティ会員に対
して異分野と 連携による発展 拡大を提案 模索する解説論文 なども歓迎して異分野との連携による発展・拡大を提案・模索する解説論文，なども歓迎
します．
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CC 報告 解説（報告 解説（R t d C tR t d C t ））CC．．報告、解説（報告、解説（Reports and CommentsReports and Comments））

a) 標準化動向の解説と執筆者のコメントです．標準化結果の仕様の紹介だけ
ではなく，議論の経緯，廃案の理由，などを重視した報告とします．今後，
標準化に関わる研究者・技術者に有益な情報を提供して下さい標準化に関わる研究者 技術者に有益な情報を提供して下さい．

b) 学術研究，技術開発，学会活動などに関わる事項の解説です．特に，若い
研究者・技術者の方々に，ノウハウ，テクニックなどを伝えることを目的と
します．

DD．．記事（記事（StoriesStories））

肩の凝らない読み物です 特に，若い研究者・技術者の方々に，過去の失肩の凝らない読み物です．特に，若い研究者 技術者の方々に，過去の失
敗例などを提供することで，新しい分野・テーマの研究・技術開発，学会活
動へのチャレンジ，を促すことを目的とします．

これら以外に『開発物語』や『子供に教えたい通信の仕組み』等があります。詳
しくは『投稿のしおり』をご参照ください。
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 BB--plus plus の編集フローの編集フロー
図に 基本的な編集 を ます 記事は通 会下図にB-plus の基本的な編集フローを示します．B-plus の記事は通ソ会

員皆様からの投稿原稿及び編集委員会・編集企画組織からの依頼原稿から構
成されます．各原稿とも編集委員会において取上げの可否判断，及び査読・
校閲が行われます校閲が行われます．

B-plus は発行趣旨から幅広い読者層に対する「読みやすさ」を重視してお
り，論文誌とは異なる査読基準を採用しています．

報告・解説、
記事
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 公募内容公募内容
はより充実 た紙 を作るため 通信 サイ 会員 皆様かB-plus ではより充実した紙面を作るため，通信ソサイエティ会員の皆様か

ら論文・記事の投稿，特集企画の提案などの募集を行います．公募は大きく
次の4 種類に分けられます．

11．．特集企画の提案特集企画の提案

B-plus の各号に掲載する小特集企画の提案を募集します．特集は，A）論
評・サーベイ論文，B）解説論文，C）報告・解説，の中から2 項目以上3 ～
4 件程度の記事で構成します。小特集企画の御提案は，特集名と記事構成案，
執筆者候補等を規定の提案書フォーマット（別紙，ホームページからダウン
ロード可能）に御記入の上 事務局（ b-plus@ieice org）までお送り下さいロード可能）に御記入の上，事務局（ b-plus@ieice.org）までお送り下さい.

執筆者の選定，校閲，査読など，編集に関する一連の作業は，編集委員会
が構成する企画編集組織において実行致します．提案者が企画編集組織への
参加を希望される場合はその旨を提案書に記載願います．査読及び掲載の基参加を希望される場合はその旨を提案書に記載願います．査読及び掲載の基
準は，基本的に編集委員会の定める規定に準拠することとしますが，あらか
じめ編集委員会で了解が得られる場合には，企画の趣旨に沿った個別の基準
を設けることも可能です．

なお 御提案 きま た 特集企 は 編集 会 お 趣旨や他なお，御提案頂きました小特集企画は，編集委員会において，趣旨や他の記
事との重複，スケジュールなどを確認した上で，採択を判断させて頂きます
ことを御了承下さい。今後予定されている小特集企画の最新情報については，
ホームページを御覧下さいホ ムペ ジを御覧下さい．
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参考情報：発刊までのスケジュール例

（ア） 企画提案書の提出締切（提案者）： 発刊の13 か月前（ア） 企画提案書の提出締切（提案者）： 発刊の13 か月前

（イ） 企画提案の審議及び結果通知（編集委員会）：発刊の11 か月前

（ウ） 企画提案書の修正及び再提出締切（提案者）：発刊の10 か月前

（エ） 執筆依頼状の発送（企画編集組織）： 発刊の9 か月前（エ） 執筆依頼状の発送（企画編集組織）： 発刊の9 か月前

（オ） 執筆者原稿締切（執筆者）： 発刊の6 か月前

（カ） 査読，掲載判定（企画編集組織）： 発刊の4 か月前

（キ） 印刷所への入稿（企画編集組織） 発刊の3 か月前（キ） 印刷所への入稿（企画編集組織）： 発刊の3 か月前

22．．論文の投稿論文の投稿22．．論文の投稿論文の投稿

B-plus に掲載する，A）論評・サーベイ論文，B）解説論文，を募集します．
投稿された論文は論文誌同様査読者による査読が実施され，掲載可否が判断さ
れます．論文の投稿は次の二つの方法があります．

▶一般投稿

B-plus が扱うすべての分野に関する論文投稿です．随時投稿を受け付けま
す．他の掲載内容と整合をとりながら適切な時期に掲載されます．

▶特集号への投稿

B-plus では各号で小特集，特別企画が組まれることがあります．これら特
集号では，特定のテーマ及び募集時期を指定して，A）論評・サーベイ論文，
B）解説論文 の募集が行われますB）解説論文，の募集が行われます．
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33．．コラムの投稿コラムの投稿

B l の各号に掲載するコラムを募集します コラムは軽い読み物で 論B-plus の各号に掲載するコラムを募集します．コラムは軽い読み物で，論
文等の間に適宜掲載されます．コラムの例を以下に示しますが，これだけに限
らず下記例に準じるものも取り上げることが可能です．記名，匿名のどちらで
も受け付けます．も受け付けます．

・ この本をお勧めします

新刊に限らず，若い人へのお薦めの本の紹介新刊に限らず，若い人へのお薦めの本の紹介

・ 最近の研究開発成果

製品宣伝ではなく新製品情報を含む研究開発成果

・ 所感・書簡所感 書簡

若い人たちへのメッセージなど

・ あの時の裏話

標準形成や新製品 新サービス開発の舞台裏など標準形成や新製品，新サ ビス開発の舞台裏など

・機械振興会館物語

機械振興会館での会議の想い出など

・通信ソサイエティへの要望・通信ソサイエティへの要望

投稿された原稿に対して，取上げ可否の判断及び校閲が行われます．記事の分
量は1/4 ページから最大1 ページとします量は1/4 ペ ジから最大1 ペ ジとします．
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44．．テーマ・トピックの提案テーマ・トピックの提案

B l に掲載してほしいテ マ トピ クを提案下さい このような記事B-plus に掲載してほしいテーマ，トピックを提案下さい．このような記事
が読みたい，このような分野の最新情報が知りたい，あるいは特定分野の特集
を組んでほしい，など気軽に編集委員会までお寄せ下さい．提案フォームは次
のとおりです．のとおりです．

▶ B-plus テーマ・トピックス提案フォーム

下記のフォーマットに従ってお送り下さい．
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